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　2007ー 2008年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「ロータリーは分かちあいの心」	R . I . 会 長	 ウィルフリッド　J.ウィルキンソン
2580地区テーマ	 まず「楽しく、魅力あるクラブ」ありき　そして「良き友と共に奉仕を！」
	 	 地区ガバナー	 浅 　川　皓　司
クラブテーマ	 「実践しよう奉仕活動」	 クラブ会長	 斎 　藤　彰　悟

今後の卓話予定

本日の卓話

斎藤会長・山尾幹事　「新年度　会長・幹事挨拶」

前回（6/27  1041 回）の記録

会長報告＜長沼会長＞
・本日最終例会を迎える事が出来ました事、
皆様ありがとうございました。

・親睦旅行会では親睦委員会、山尾さん、お
世話になりました。皆様に慰労して頂き、
とても楽しい旅行会が出来ました。

幹事報告＜永井幹事＞
・IMホストクラブの東京本郷RCより、北分区
IM報告書（CD）をポケットに入れました。
・例会臨時変更のお知らせが来ています。東
京江戸川RC、東京上野RC、東京池袋西RC
・今期事業報告書、来週迄に提出お願い致し
ます。

７月お誕生日祝	 8	日	（63 才）	藤野勝彦君	 11	日	（51 才）	 初見正弘君
	 15	日	（76 才）	宮沢直義君	 22	日	（44 才）	 潮田幸一君

出　　席　　報　　告

	総　数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率 　　　　修　正　出　席　率

	 ５２名	 ０名	 ２名	 43 名	 7 名	 86.00％ 第 1039 回修正　欠席 3名・出席率 94.00％

◆ゲ ス ト ０名	

◆ビジター ２名	 東京浅草 RC　大野晴治	様・東京浅草RC　新藤伸人	様

７/	11	 「野球の話」	 野球評論家　佐々木　信也氏
７/	18	 クラブ協議会「前年度事業報告」
７/	25	 ガバナー公式訪問に向けて
８/１　	ガバナー公式訪問

委員会報告
＜次年度幹事　山尾＞
・７月４日の例会後に第一回理事会を開催し
ますので理事、役員の方は出席をお願いし
ます。

＜次年度国際奉仕委員会　ロータリー財団担当　遠藤＞
第2580地区R財団セミナー
・「やさしいロータリー財団」のDVDでR財
団を理解してもらう。各クラブで卓話に使
用して欲しい。DVDは後日配布する。

・年次寄付、一人100ドル（月1,000円程）：
使途を決めずに寄付し、３年後にこの寄付

金をプログラムに使う。
・恒久基金：この基金に1,000ドル以上の寄
付をしたベネファクターなどによる寄付基
金。これには手をつけない。
・財団の会計はwebでも見ることができ、R
財団の健全性は世界第５位である。

＜旬の会　大塚＞
・先日、親睦委員会から７月８日、日帰りバ
ス旅行のご案内をしています。館山の鳩山
荘松庵で食事を楽しもうという企画です。
奥様共々ご参加をお願いします。

会長　斎 藤 彰 悟
幹事　山 尾 尚 司

本日の食事

７/11の食事

洋 食 弁 当

カレーブッフェ

スープ、牛肉のソティー和風ソース、魚とエビのムニエル、サラダ、フルーツ、ライス

ポークカレー、サラダ



卓　話

「一年を振り返って」

　　　　　　　　会長　長　沼　一　雄

　2006-2007 年度の会長を終えるにあた
り、一年を振り返ってみますと、クラブ
会員全員のご協力、ご活躍で運営されて
いたんだなぁという印象です。クラブ奉
仕、親睦、SAA、プログラム、会報その
他全ての委員会の皆様に支えられ、一年
間楽しく過す事が出来ました。誠にあり
がとうございました。
　本年度は 1000 回例会という記念例会が
あり、クラブ奉仕委員長斎藤さんを中心
に企画実行致しましたが、OB会員 18 名
のご参加も頂き、全会員 100％出席でご
夫人を含め 111 名で小笠原伯爵邸を貸切
り、フルートの音色とピンチョス料理で
会話が弾み、東京浅草中央 RCの 1000 回
の歴史を作り上げてくれた皆様と、親睦
の和を広げ、楽しいお祝いの会を催す事
が出来ました。この記念例会も準備委員
から当日の役割まで本当に全員参加の我
がクラブの親睦友情の強さを改めて感じ
させて頂いたものです。ロータリーの本
質とは良質な職業人と良質な職業人との
親睦なり、を実感致しました。
　今年度方針である「ロータリーの魅力
を味わいましょう」は、主にロータリー
情報委員会を中心に新入会員オリエン
テーション、家庭集会、クラブフォーラ
ム等を行い、クラブ内のロータリーの知

識普及に努めましたが、まだまだ反省点
もあります。
　高齢者への心づかいを地域で考えま
しょうは、台東区の災害対策の卓話、ク
ラブ協議会、特別研修会、家庭集会等を
開き、皆様から貴重なご意見を頂き、小
冊子作成という小さな一歩を踏み出す予
定です。
　山口君、初見君、加藤君、河合君とい
う将来有望な素晴らしい新入会員を迎え
られた事もクラブにとって財産となりま
した。今後の皆様のご活躍を期待してお
ります。
　最後に一年私を支えてくれました永井
幹事には、心から感謝致しております。
自分より人生の先輩である永井さんに幹
事をして頂き、常に教えられ、温かく見
守って頂き、一年間楽しく出来た一番の
原因は、人間味豊かな永井さんのおかげ
と大変うれしくありがたく思っています。
本当にありがとうございました。
　ロータリーの思いやりと寛容の心を育
て、親睦の和が広がっていく事を願いま
して、次年度、斎藤会長・山尾幹事にも
温かいご声援とご協力を頂きますようお
願い申し上げて一年間の御礼のご挨拶と
させて頂きます。皆様どうもありがとう
ございました。



卓　話

「一年を振り返って」

　　　　　　　　幹事　永　井　健　一

　こんにちは。１年間皆様のご協力、ご
指導により何とか幹事役を努める事が出
来ました。会長始め皆様本当にありがと
うございました。只今　会長より仔細お
話がありました通りです。一年間振り返
り長沼会長は 120％話されるので口下手
な幹事は最後の最後まで会長に助けられ
任務を終わろうとしております。
　今期は 1000 回記念例会のみ、今期ス
タート時は何も無いのも困る、勝手に心
配したり安堵したり、それでは 1000 回記
念例会を皆さんの思い出に残るような例
会に、斎藤実行委員長始め多くの皆様の
準備により、ご夫人方、退会された多く
の皆様の参加を得て、記念例会を開催出
来ました。集合写真を見るにつけ成功と
自画自賛致しております。
　皆さんはロータリークラブに入会され
て現状どの様に思い、ここに居ますか？
何名かの皆さんは入会後 2〜 3 年経ち何
時退会しようか、そのような時期を過ご
した人の話も聞きました。結果は在籍し
ていて良かった。この様に聞きますと今
私はその人を含めこの様に今ここに一緒
にいられることの幸せを感じいっており
ます。皆様退会など考えない事です。損
しますよ。私は入会させて頂き 12 年を経
過致しましたが、幸い退会を考えた事は
ありません。7 年前我が愛する妻が交通
事故で私が沈んでいる時は皆さんの気遣

いがありがたく、嬉しく、この様な素晴
しい皆さんから離れられなくなりました。
これはほんの一例に過ぎませんが。
　幹事役を仰せつかり始めて活字を読む
ようになり、ロータリーの入口にやっ
とたどり着いた様な気がします。事業計
画書に載っています東京浅草中央ロータ
リー・クラブ細則然り、読んでいるよう
でいない、手続要覧、ロータリーの源流、
ましてや規定審議会「決議 23 − 34 号」
は　始めて聞いた様な事で、恥ずかしな
がら、今になりロータリーに関し何も判っ
ていなかった事に気付き、これから多少
成りとも勉強したいと思った次第です。
　今後もロータリーのメンバーとして資
格がある限り皆様と一緒にいたいと思い
ますので、宜しくお願い致します。
　次期と言っても４日後は、斎藤会長、
山尾幹事丸の年度になります。今期の感
謝を込め協力は惜しみません。
　斎藤会長方針　「実践しよう奉仕活動」、
少しくらいはお手伝い出来る様努めます。
　この一年の全てを含め、改めまして幹
事に指名して頂いた長沼会長、何事にも
不安だらけの幹事に積極的に協力して頂
いた皆様　本当にありがとうございまし
た。口下手な永井のせーいっぱいのお礼
の挨拶です。ありがとうございました。
感謝　感謝。



ニコニコボックス
＜長沼、永井＞
・一年間、会員の皆様のご協力により、何と
か無事終える事が出来ました。ありがとう
ございました。

＜斎藤、山尾＞
・長沼会長、永井幹事、一年間お疲れ様でし
た。次年度も引続きご指導をお願いします。

＜長堀、原田、天笠、加藤、遠藤、上野、関原、
柿沼、片岡、宮沢、宮村、河合、植木、井田、
上原、田村、中村、長島、古谷、尾泉、藤野、
折原＞
・「一年を振り返って」会長：長沼一雄君、幹
事：永井健一君　この一年、日々ご苦労様で
した。

＜吉田＞
・長沼会長、永井幹事、実績の良い内容でし
たネ。ご苦労様でしたネ。

＜長沼、永井＞
・東京浅草RC　大野会長、新藤幹事、一年間
お世話になりました。本日は、私達の最終
例会にチェックに来て頂きまして、ありが
とうございます。

＜東京浅草RC　大野会長＞
・長沼さん、永井さん、ご苦労様でした。最
後のスピーチを拝聴させて頂きに参りまし
た。私はヒマなので……。

＜東京浅草RC　新藤幹事＞
・長沼会長、永井幹事の一年間の輝かしい功績
を称えてニコニコさせていただきます。

＜長堀、天笠、上野、原田、関原、中村、長島、
長沼、尾泉、山口、永井＞
・親睦活動委員会、湯河原旅行ありがとうござい
ました。宮沢さんに大感謝、お疲れ様でした。

＜山尾、大塚、上野、斎藤、宮村＞
・親睦活動委員会、原田委員長、岩戸副委員

長、旅行では大変お世話になりました。最高
でした。

＜柘、山尾、岩戸、大塚、宮村＞
・宮沢さん、大きな鯛の舟盛りを二つもあり
がとうございました。次回はタイはタイで
もメスのタイの舟盛りを賞味してみたいも
のですね。

＜ゴルフ会参加者一同＞
・親睦旅行翌日のゴルフ会コンペ残金をニコニ
コします。

＜出席委員会　藤田、長堀、宮村＞
・皆様のご協力により、一年間無事に終了いた
しました。ありがとうございました。

＜会報委員会一同＞
・会報ライフを楽しませて？頂きました。一年
間のご愛読に感謝します。また、潮田会報委
員長にも引続きご支援をお願いします。

＜次年度会報委員会一同＞
・次年度会報委員会は、一足早く、本日より仕
事始めです。一年間どうぞよろしくお願い致
します。

＜中村、斎藤＞
・６月21日筑波カントリーで行われた、台東区
ゴルフ連盟主催のゴルフ大会にて、小林雅純
さんがグロス77で第３位になり、台東区の60
才以上の選手として都の大会に出場すること
になりましたことをご報告いたします。

＜山尾＞
・宮沢さん、原田さん、大塚さん、私のチョン
ボで大変お手数をおかけしました。

＜笹生＞
・吉例、最終例会の歌（作詩・歌唱　笹生淡水）
　全力投球輝く実績、長沼会長の感謝の気持ち
か？　ああ、それとも、大役務めし永井幹事
の澄みし心か？　ああーあ、最終例会は今日
は晴れだった。

感動のフィナーレ、最終例会 !!

長沼会長、永井幹事
　一年間、本当にお疲れ様でした
　　そしてありがとうございました。


